中部教区センターニュース

№６１８
１１月号 ２０２２年１１月１日
〒466-0034 名古屋市昭和区明月町 2-28-1

電話(FAX):052-858-1007（1008）

mailto:office.chubu.drive@gmail.com

広島県大学フォーラム講演 13:30
ヴォーリズ学園 100 周年記念式典挨拶 13:00
桃山学院大学学長懇談 10:00
～5 日(土)キリスト教学校教育同盟代表者協議会
聖霊降臨後第 22 主日 聖餐式 10:30
聖霊降臨後第 23 主日 聖餐式 10:30
教区逝去教役者記念聖餐式 10:00
学校法人柳城学院理事会 14:00
キリスト教学校教育懇談会 11:00
降臨節前主日 聖餐式 10:30
中部教区第 94（定期）教区会 10:00
降臨節第 1 主日 聖餐式 10:30
中日本宣教協働区チャプレン研修会 19:00

リーガロイヤルホテル広島
ヴォーリズ学園
桃山学院大学
大阪女学院
名古屋聖マタイ教会
新潟聖パウロ教会
主教座聖堂
柳城学院
（オンライン）
稲荷山諸聖徒教会
（教区センター・オンライン）
高田降臨教会
（オンライン）

【西原主教スケジュール】
１日(火)
3 日(木)
4 日(金)
〃
6 日(日)
13 日(日)
16 日(水)
〃
19 日(土)
20 日(日)
23 日(水)
27 日(日)
28 日(月)

【土井司祭（主教補佐）スケジュール】
2 日(水)
3 日(木)
5 日(土)
6 日(日)
8 日(火)
10 日(木)
12 日(土)
13 日(日)
15 日(火)
16 日(水)
〃
19 日(土)
20 日(日)
23 日(水)
24 日(木)
25 日(金)
27 日(日)
〃
28 日(月)
30 日(水)

教区センタースタッフミーティング 13:30
八事共同墓地合同礼拝 14:00
聖婚式準備会 16:00
聖霊降臨後第 22 主日 聖餐式 11:00
教区運営会議 10:00
名古屋学生青年センターWG 13:30
教区組織・財政構想 WG 19:00
聖霊降臨後第 23 主日 聖餐式 10:30/15:00
愛知県キリスト教連合会 11:00
教区逝去教役者記念聖餐式 10:00
学校法人柳城学院理事会 14:00
逝去者記念礼拝 10:30
降臨節前主日 聖餐式 10:30
中部教区第 94(定期)教区会 10:00
特定医療法人新生病院執行理事会等 11:30
旧軽井沢ホテル音羽ノ森役員・幹部会議 14:00
降臨節第 1 主日 聖餐式 10:30
愛岐伝道区会 16:30
中日本宣教協働区チャプレン研修会 19:00
使徒聖アンデレ日 聖餐式 9:00

教区センター
八事霊園
名古屋聖マタイ教会
名古屋聖ステパノ教会
（オンライン）
教区センター
（オンライン）
福島教会/飯田聖アンデレ教会
カトリック布池文化センター
主教座聖堂
柳城学院
信徒宅
直江津聖上智教会
（教区センター・オンライン）
新生病院
ホテル音羽ノ森
一宮聖光教会
（オンライン）
（オンライン）
名古屋聖マタイ教会

【教区・伝道区・関連法人行事】
2 日(水) 主教座聖堂 聖餐式 9:00
〃
教区センタースタッフミーティング 13:30

主教座聖堂
教区センター

3 日(木)
5 日(土)
8 日(火)
9 日(水)
〃
10 日(木)
〃
12 日(土)
16 日(水)
20 日(日)
23 日(水)
24 日(木)
27 日(日)
〃
〃
〃
28 日(月)

八事共同墓地合同礼拝 14:00
礼拝音楽部オルガニスト研修会 12:00
教区運営会議 10:00
主教座聖堂 聖餐式 9:00
ヨハネのおうち 16:00
名古屋学生青年センターWG 13:30
ロウそくつくロウ！ 15:30
教区組織・財政構想 WG 19:00
教区逝去教役者記念聖餐式（説教:後藤司祭）10:00
性的少数者と共に捧げる聖餐式 17:00
中部教区第 94(定期)教区会 10:00
ロウそくつくロウ！ 15:30
主教座聖堂“英語”聖餐式 14:30
新潟伝道区会 14:30
長野伝道区会 15:00
愛岐伝道区会 16:30
中日本宣教協働区チャプレン研修会 19:00

八事霊園
長野聖救主教会
（オンライン）
主教座聖堂
名古屋聖ヨハネ教会
教区センター
教区センター
（オンライン）
主教座聖堂
主教座聖堂
（4 会場、オンライン）
教区センター
主教座聖堂
長岡聖ルカ教会
長野聖救主教会
（オンライン）
（オンライン）

※コロナウイルス感染症の状況により予定は変更の可能性があります。

お知らせ ····························································································
・八事共同墓地合同礼拝
11 月 3 日（木）14 時より、八事霊園・中部教区共同墓地において合同礼拝が行われます
（雨天決行）。司式：土井司祭、説教：後藤司祭。主に召された方々の魂の平安を共に祈り
ましょう。詳しくは各教会へ送られた案内をご覧ください。

・退職聖職のための主日
11 月 20 日（降臨節前主日）の信施金は、退職教役者と逝去教役者配偶者の方々へのクリス
マスプレゼントとして用いさせていただきます。どうぞこれらの方々を覚えて、祈りと共に
信施をお捧げください。この日の信施は中部教区センターまでお送りください。

・人権活動を支える主日
11 月 27 日（11 月最終主日）は人権活動を支える主日です。人権を損なわれている人々とそ
の回復のために働く人々を覚えて祈りと信施をお捧げください。当日の信施は、直接管区事
務所へお送りください。

・愛岐伝道区会
今年度の愛岐伝道区会は、11 月 27 日(日)16:30 からオンライン(ズーム)にて、開催されます。
ご多用とは存じますが、ご出席いただきますよう、よろしくお願いいたします。詳細は、伝道
区内各教会にお知らせした案内をご覧ください。

・2023 年度教会歴・日課表
今年も西原主教より各教会・教役者（嘱託含む）・関連施設に日課表をいただきました。
是非ご活用ください。

・他教区からのお知らせ
2022 年 11 月 3 日(木)午後１時から午後 5 時まで、東北教区主教座聖堂仙台基督教会礼拝堂に於
いて第 106（臨時）教区会が行われます。東北教区主教選挙を覚えてお祈りください。

・各教区教区会
この秋の各教区定期教区会の予定は以下の通りです。お祈りの内にお覚えください。
北海道教区

11/22,23 第 82(定期)教区会

主教座聖堂（札幌キリスト教会）

東北教区

11/23 第 107(定期)教区会

盛岡聖公会・アートホテル盛岡

北関東教区

11/23 第 90(定期)教区会

志木聖母教会

東京教区

11/23 第 141(定期)教区会

聖アンデレ主教座聖堂

横浜教区

11/23 第 84(定期)教区会

主教座聖堂および指定会場(Web)

京都教区

11/23 第 119(定期)教区会

主教座聖堂・京都ガーデンパレス

大阪教区

11/23 第 129(定期)教区会

主教座聖堂（川口基督教会）

神戸教区

11/23 第 92(定期)教区会

主教座聖堂および指定会場(Web)

九州教区

11/23 第 118(定期)教区会

教区センター及び指定会場(Web)

沖縄教区

11/22,23 第 72(定期)教区会

沖縄教区センター

・【教役者・職員向け】保険料控除申告書類
今年も年末調整の時期がやってきます。教区から給与を受けている教役者・職員の方で、
保険料控除の申告がある方、配偶者控除・扶養控除(異動) 等がある方は、12 月 11 日(日)
までに教区センターへ書類をご提出ください。

・教区報「ともしび」発行月について
コロナ禍で隔月発行となっておりました教区報「ともしび」ですが、560 号から、基本的に年間
10 回（1・2 月号合併、5・6 月号合併以外毎月）の発行を予定しています。教区報「ともしび」
へのご意見・ご感想は宣教局広報部（中部教区センター気付）までお知らせください。

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により予定は変更の可能性があります。

